
バックアップシステムを刷新し
強固なDR/BCP環境を実現
PowerEdge R610とDell EqualLogicでバックアップ環境を刷新。
テープバックアップで必要なテープ管理に要する手間とコストを一掃。

課題
•　従来からのテープバックアップではリカバリ
に数日を要することが、災害対策、および事
業継続性の確保の上で問題視されていた

•　バックアップ作業に長時間を要し、時間内に
作業を完了できないこともしばしばだった

•　テープ管理にまつわる業務負荷やコストに悩
まされていた

ソリューション
•　i S C S I  S A Nストレージである「D e l l 

EqualLogic」によりD2Dでのバックアップ
環境を整備

•　2ソケット1Uサーバの「Dell PowerEdge 
R610」により、iDRACでのリモートによる
障害からの復旧が可能なシステムを構築

導入効果
•　バックアップ時間が大幅に短縮し、確実な作
業完了が可能に

•　レプリケーションによるDR/BCPを実現
•　テープ管理にまつわる業務やコストを一掃

ソリューションエリア
•　災害対策
•　事業継続

カスタマー・プロファイル

「バックアップ処理における差分データの転送量は1回
あたり数百MB程度。実際の転送作業は数十分程度で
完了し、翌日の営業開始までには確実に作業を終える
体制を整えることができています」
エース損害保険株式会社
ビジネス・テクノロジー本部
ビジネス・サービス部 部長 兼 Regional Data Security Officer
加藤文武氏
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導入システム

ハードウェア

Dell PowerEdge R610 ×13

Dell EqualLogic PS6010XV ×2

Dell EqualLogic PS6010E ×3

ソフトウェア

VMware　vSphere　4.1

「バックアップ先をディスクに
変更し、そこで浮いたコスト
をシステム整備に回せば、
バックアップ環境を改善でき
ると見込まれました。また、
ネットワーク経由でデータを
転送すれば、バックアップ
や、データのリカバリにかか
る時間を大幅に短縮できる
と考えたのです」
エース損害保険株式会社
ビジネス・テクノロジー本部
ビジネス・サービス部 部長
兼 Regional Data Security Officer
加藤文武氏

スイスのチューリッヒを拠点とするエースリミテッドは、世界53カ国でビジ
ネスを展開する総合的な損害保険グループを形成している。その日本法人
となるエース損害保険株式会社（以下、エース損害保険）は、日本市場での
顧客の開拓を進めるとともに、各種システムの整備を通じて事業基盤の強
化を進めてきた。そうした中で、2011年の東日本大震災を機に、これまで
抱えていたバックアップ環境の課題が顕在化。その解決に向け同社は、
PowerEdgeサーバとDell EqualLogicストレージによるバックアップ
環境の再構築を決断したのである。

テープバックアップによる
限界が大震災により顕在化
　斬新な発想とエース・グループのグローバルなネッ
トワークをもとに、個人から法人まで幅広い顧客を対
象に多彩な損害保険商品を提供するエース損害保
険。1999年、米シグナ・コーポレーションの損害保
険事業部門の買収に伴い、社名変更した同社の日本
での実績は、前身のシグナ傷害火災保険を含めると、
外資系保険会社では最長の90年に及び、世界水準
の商品とサービスには顧客や代理店から熱い信頼が
寄せられている。
　1990年代の保険業法の見直し以来、保険業界を
取り巻くビジネス環境は大きく変化し、他社との競争
は激しさを増している。そうした中、同社は競争を勝
ち抜くために、保険商品の拡充を進めるとともに、IT

を活用した業務基盤の整備をいち早く進めてきた。
　代理店の支援のために、従来、不動産賃貸や旅行
保険などの分野ごとに整備されたシステムへの一元
的なアクセスを可能にする、高度なセキュリティ機能
を備えたポータルサイトを整備したこともその1つ。
エース損害保険のビジネス・テクノロジー本部 ビジネ
ス・サービス部 部長 兼 Regional Data Security 

Officerの加藤文武氏は、「顧客保護の観点から、私
たちの業務にはとりわけ高いセキュリティが求められ
ます。そこで、ITによるセキュリティの高度化とコス
ト削減を2本柱に、業務基盤の強化に継続的に取り
組んできたのです」と説明する。
　そうした同社で急務の課題として浮上していたの
が、バックアップにまつわるものである。同社では災
害対策の一環として、各種データベースやメール
サーバなどのデータを約20本のデータカートリッジ
を用い、日次でフルバックアップを実施。それらのメ
ディアを外部のデータセンターで管理することで、
万一の際に備えてきた。
　だが、この手法による一番の課題が、データリカバ
リに際して遠隔地にあるデータセンターから東京へ
テープを取り寄せるために少なからぬ時間を必要と
することだった。さらにリカバリ後のデータ検証作業
も含めると、復旧作業の完了までに約5日間を要して
いたという。エース損害保険の情報システム本部 シ
ステム運用部でグループリーダーを務める渡辺詳象
氏は、「2011年の東日本大震災では、幸いなことに
当社のシステムには被害が一切発生しませんでした。
しかし東日本大震災をきっかけに、復旧までの期間の

長さが、事業継続性を確保するうえでの課題としてグ
ローバルで改めて認識されることになりました。ま
た、万一の際には交通機関が寸断され、テープを届
けることが難しいことも問題視されていたのです」と
打ち明ける。
　さらに、同社では前日夕方に開始したバックアップ
作業が翌朝になっても完了せず、業務に影響を及ぼ
さぬよう作業を中断することもしばしばだったという。
バックアップに万全を期す上で、こうした事態をでき
る限り回避する必要もあった。
　これらのことを踏まえ、海外本社からバックアップ
手法の改善指示が寄せられたのは2011年半ばのこ
と。これを受けエース損害保険は2012年、本格的な
災害対策（DR）、および事業継続（BCP）の実現に向
けたシステムの見直しに着手することになったのだ。

Dell EqualLogicによりD2Dでの
バックアップ環境の整備を決意
　エース損害保険にはバックアップの高度化に向け、
かねてから着目している手法があったという。バック
アップ媒体のテープからディスクへの移行、すなわち
「D2D（Disk to Disk）」の採用である。
　同社ではデータの種類ごとに保管期間を定め、東
京と大阪でテープを使い回すことで日々のバックアッ
プを実施。ただし、そのために少なからぬ労力がかか
ることに頭を悩まされてきた。具体的には、テープを
ローテーションさせるためのスケジュールを人手で
作成する必要があったほか、月に1度は管理用のラベ
ルを改めてテープに貼り直す作業が発生、そのため
に担当者は半日以上を割かねばならなかった。また、
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「バックアップ業務の高度化
が可能なことを高く評価し、
Dell EqualLogicを採用し
ました。私たちはサーバ仮
想化も進めていますが、
Dell EqualLogicは仮想
化とも技術的な親和性が極
めて高く、この決断を下す
に当たって不安は一切あり
ませんでした」
エース損害保険株式会社
情報システム本部
システム運用部
グループリーダー
渡辺詳象氏

し、スナップショットやレプリケーションなどの機能検証
を繰り返したのだという。
　「当時はレプリケーションのためにどれだけのデー
タがやり取りされるのかを判定するツールはありませ
んでした。そのため、LAN環境では正常稼働が確認
されたものの、WAN環境で正しく動作するかなど、
導入にあたり心配な点も残されていました。しかし、
その場合にはWAN回線の速度を増速することで対
応が可能と考えました。そして何より、バックアップ業
務の抜本的な高度化が可能なことを高く評価し、
2012年1月にDell EqualLogicの採用を正式決定
したのです」（渡辺氏）
　なお、バックアップ先の大阪のデータセンターでは
コスト削減の一環としてサーバ仮想化がかねてから進
められ、仮想基盤上にユーザテスト用の環境を整備す
ることで万一の際にはシステムを切り替えられるように
なっている。この取り組みを継続させるべく、同社で
は大阪のデータセンターにおいて、最新の仮想化ソフ
トウェアによる仮想化環境を整備するとともに、その上
でDell EqualLogicを稼働する手法を選択した。
　「Dell EqualLogicはサーバ仮想化と技術的な親
和性が極めて高く、この決断を下すに当たって不安
は一切ありませんでした」（渡辺氏）

リモートでの電源制御を
可能にするiDRACも評価
　エース損害保険がシステム導入作業に着手したの
は2012年4月末のこと。以後、段階的にシステムの
構築が進められていった。
　第1フェーズのカットオーバーは2012年5月。第1

フェーズの狙いは、大阪のデータセンターと同等の
疑似環境を東京で整備するとともに、それぞれに
Dell EqualLogicを配置。スナップショット機能とレ
プリケーション機能を活用することで、本番移行に向
けた下準備であるデータ移行を進めることであった。
　「いきなり全データをネットワークで大阪に転送し
ては、ネットワーク負荷の問題から思わぬトラブルに
見舞われる不安がありました。そこで事前にLAN環
境でデータを移行させ、差分データをやり取りする
だけでレプリケーションを行える環境を整えようと考

テープを取り寄せる際の輸送費も負担となっていた。
　だが、バックアップ先をディスクストレージに変更
し、ネットワークを介して東京と大阪でデータをレプ
リケーションする仕組みを確立できれば、バックアッ
プ処理自体の作業負荷を大幅に削減できる。加え
て、付帯業務も一掃され、業務効率を抜本的に高め
られると容易に推察された。
　「バックアップの見直しにあたり最大の課題は、そ
のためのコストをどのように捻出するかということで
した。対して、バックアップ先をディスクに変更すれ
ば、テープ代をこれ以上負担する必要がなく、輸送費
も削減することができます。そこで浮いたコストをシ
ステム整備に回すことで、バックアップ環境を改善で
きると見込まれたのです。もちろん、ネットワークで
データを転送することで、バックアップや、データの
リカバリーにかかる時間を大幅に短縮できることも大
きなメリットと考えられました」（加藤氏）
　検討時期もシステム見直しの追い風となった。従来
からの東京に置かれたシステムは2008年に導入し
たものであり、とりわけSANストレージの老朽化に伴
い、運用コストも近年になり上昇していたのだという。
この状況を打破するためにもエース損害保険は既存
システムをD2Dによるバックアップが可能なシステム
で刷新することを決意。そして、その実現に向け、同
社が白羽の矢を立てた製品が、デルの iSCSI SANス
トレージである「Dell EqualLogic」であった。
　その一番の理由は、同期レプリケーションやスナッ
プショットなど、バックアップに必要とされる多様な機
能のすべてを追加のコストなく利用できたことである。
　「ストレージ製品の中には、機能ごとに追加ライセ
ンス料を支払わなくてはならないものも少なくありま
せん。対して、Dell EqualLogicは必要な機能がす
べて備わっているため、そうした負担は一切不要であ
り、その分、導入コストを抑えることができました。ま
た、iSCSIストレージであることから、運用も容易で
あると判断されたのです」（渡辺氏）
　渡辺氏はデルのセミナーに出席し、D e l l 

EqualLogicの操作法を修得したうえでデルから評価
機を2台調達。社内のテスト環境でファイルサーバや
データベースサーバをDell EqualLogicにマウント
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えたのです」（渡辺氏）
　その後、同社ではデータ移行を終えたDel l 

EqualLogicを大阪のデータセンターに導入。6月
後半に東京と大阪でシステムの稼働が開始し、以来、
差分データをやり取りすることでのデータのバック
アップが実施されている。
　では、同社が今回、整備したシステムを概観してみ
よう。サーバに採用されたのは東京と大阪の両サイト
とも「Dell PowerEdge R610」である。
　「PowerEdge R610の選択理由は、コストパ
フォーマンスの高さに加え、クラッシュしたシステム
の回復や、電源制御などの機能をリモートで実施でき
る iDRAC（Integrated Dell Remote Access 

Controller）を利用できた点にあります。遠隔地の
データセンターで発生したトラブルに迅速に対応を図
るためにも、この選択は私たちに必然とも言えるもの
でした」（加藤氏）
　データの格納先となるストレージとして、東京では
1万5000rpmの優れたパフォーマンスを提供する
高機能 SASを搭載した「Del l  Equa lLog ic 

PS6010XV」を2台採用。対する大阪では10Gb対
応 iSCSI  SANの「Del l  Del l  EqualLogic 

PS6010E」を3台導入し、レプリケーションの実施環
境を整えた。今回導入されたDell EqualLogicの
総容量は159TBにのぼる。
　システムの整備に併せ、同社はネットワーク環境も
強化した。東京と大阪間を100Mbpsで結ぶWAN

（KDDI/WVS/トラフィックフリィ）サービスを1回線、
及びバック回線10Mbps１回線を契約。併せて、バッ
クアップ処理の帯域確保を目的に、帯域制御用のア
プライアンス装置も新たに設置した。

手間を要さぬ確実な
バックアップ環境が実現
　新たなバックアップ環境の整備が完了したことで、
エース損害保険のDR/BCPにまつわる課題は抜本

的に解消されている。テープが不要となったことで管
理業務とコスト負担が一掃され、また、バックアップ
に要する時間も大幅に短縮されている。
　「差分データの転送量は1回あたり数百MB程度。
実際の転送作業は数十分程度で完了します。また、
バックアップはフルバックアップのため数時間を要し
ますが、それでも翌日の営業を開始するまでには確
実に作業を終えることができています」（加藤氏）
　バックアップ処理は事前に作成したスケジュールを
基にシステムが自動実施。人手での作業は一切不要
で、実施されるのは作業完了後に処理が適切に完了
したかを通知するシステムからのメッセージの確認程
度となっている。
　ネットワークを介し、バックアップデータを必要な
時に入手できるため、リカバリに要する時間も大幅に
短縮されている。これまで同社では、ユーザ部門か
ら誤って消去した各種ファイルのリカバリ依頼が IT部
門に寄せられていた際には、外部委託オフサイトテー
プ保管会社からテープを取り寄せる必要があり、要
請に迅速に対応することが困難だった。だが、今では
当日中の対応が可能になり、その分、現場業務の円
滑化も実現されている。
　同社では今後、サーバ仮想化の活用などを通じて
システムの集約度を高め、ITコストのより一層の削
減につなげる考えだ。
　加藤氏は今回のプロジェクトを振り返るとともに、
デルに対する期待を次のように述べる。
　「システム導入ではプロジェクトマネージャーの果
たす役割が非常に大きいですが、今回のプロジェクト
ではデルからスキルの高い人材を配置してもらたこ
とで、作業を円滑に進めることができました。大阪で
のDell EqualLogicの導入に立ち会ってもらえた
ほか、各種手順の文書化も行ってもらえました。こう
した対応の柔軟性も、デルの評価ポイントです。今後
のシステムの見直しの際にも、デルの技術力は必ず
や私たちの支えになるはずです」

エース損害保険のDR/BCP環境構築を
サポートしたデルのアカウントチーム

ソリューション・サービス・デリバリー
統括本部

プロジェクト・マネジメント部
プロジェクト・マネージャ

平井秀昌

ソリューション・サービス・デリバリー
統括本部
コンサルティング第１部
テクニカル・コンサルタント
田中雅也

ソリューション・サービス・デリバリー
統括本部

コンサルティング第１部
ソリューション・アーキテクト

酒谷英希

アカウントエグゼクティブ
法人営業統括本部
営業第一部
吉原卓也


